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第２１回 独立行政法人評価委員会中小企業基盤整備機構分科会 議事録

１．日時 平成２２年７月６日（火）１３：００～１４：４０

２．場所 経済産業省別館８階 ８４３号会議室

３．出席者

（委員） 伊丹分科会長、荒牧委員、加護野委員、佐藤委員、渡邊委員

（経済産業省） 佐藤中小企業庁次長､宮本長官官房参事官､三宅企画官､斉藤産業施設課長、奈須野

経営安定対策室長、小林政策企画委員

（中小機構） 前田理事長、草桶理事、山田理事、占部理事、和田理事、増田監事、笹岡総務部長

４．議題

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成２１事業年度財務諸表について

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成２１事業年度業務実績及び評価について

（３）産業基盤整備勘定における国庫納付について

（４）業務方法書の改正について

（５）重要資産の処分について

５．議事概要

○宮本参事官 それでは、定刻となりましたので、これより「独立行政法人評価委員会第 21 回中小

企業基盤整備機構分科会」を開催いたします。

私は、冒頭、議事進行をさせていただきますが、６月 15 日付で中小企業庁長官官房参事官を拝命

しました宮本です。よろしくお願いいたします。それでは、座って失礼いたします。

本日は、杉浦委員は御欠席でございますが、渡邊委員は遅れての御出席となりますので、計５名の

委員の方の御出席を賜りまして、分科会としての定足数を満たしていることをまず御報告させていた

だきます。

それでは、初めに中小企業庁次長の佐藤から一言あいさつをさせていただきます。

（佐藤中小企業庁次長挨拶）

○宮本参事官 それでは配布資料でございますが、テーブルの上に資料が１から６、参考資料が１か
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ら６と非常に大部にわたるものがございます。時間の関係で一つひとつ御確認は恐縮ですが、省かせ

ていただきますが、審議の過程でもし不足不備等がございましたら遠慮なくお申付けください。

それでは恐縮でございますが、これよりの議事の進行を伊丹分科会長にお願いいたしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○伊丹分科会長 本日は、主な議題が２つございます。１つは、21 度の財務諸表をこの分科会とし

て承認するかという議題と、もう一つはもっと大切なことですが、昨年度の 21 年度の業績評価につ

いて最終的な総合評価を決める必要がございます。

それでは、まず第１の議題の財務諸表につきまして、事務局から御説明をお願いします。

○宮本参事官 それでは、御説明させていただきます。

まず、独立行政法人そのものは御存じのように、独法通則法第 38 条第１項の規定に基づきまして

財務諸表を主務大臣に提出し、その承認を受けなければならないということになっております。主務

大臣はその承認をしようとする際には、同条の第３項の規定に基づきましてあらかじめ評価委員会の

意見をお聞きするということになっております。

また、今回中小機構から提出されました平成 21 事業年度の財務諸表と決算報告書については監事

及び会計監査人の意見が付されておりまして、会計監査人からは独法会計基準に準拠し、平成 21 年

度財務諸表及び決算報告書について適正であるとの御意見をいただいております。

以上のことから、私どもといたしましては、この財務諸表を承認して差し支えないと考えておりま

すが、後ほど全体の御審議等をいただく業績評価、これの前提となります重要な資料、情報でござい

ますので、中小機構から概略を御説明いただいて御審議いただきたいと考えております。

○伊丹分科会長 それでは、お願いします。

○山田理事 それでは、中小企業基盤整備機構の平成 21 年度財務内容について御報告をさせていた

だきます。

（議題１について、山田理事より説明）

○伊丹分科会長 ありがとうございました。

続きまして、中小機構の増田監事から監査報告をお願いします。

○増田監事 今回、平成 21 事業年度の財務諸表等の会計監査につきまして、外部監査法人と連携を

とりながら監査を実施いたしました。その結果、平成 21 事業年度財務諸表及び決算報告書について

は適正に処置されていると認めます。

監事の業務といたしましては、今回の財務諸表監査以外に業務監査がございます。業務監査につい

て、一言申します。

今回、業務監査の中で、１つは整理合理化計画、あるいは行政改革の方針等に伴いまして随意契約
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の見直しが１点ございました。それと、ラスパイレス指数、費用水準の適正化、はたまた今回大きな

問題といたしまして内部統制、こういうことについて監事は監事意見書を書くことと、このように義

務化されてきております。

その結果、随意契約の見直しにつきましてはほぼ適正に処理されている。今回、総務省の方から契

約監視委員会を組成すること、また、年に２回会議を開けという指示等がございました。これにつき

ましても、監事の一人といたしまして会議等に出席し、適正な意見を述べてきたところでございます。

もう一点、給与水準の適正化についてもほぼ適正に目標どおり達成されていると認めます。

最後に、内部統制でございます。当初はこれほどまでに急激に指示がくるとは思わなかったんです

けれども、監事としてやるべき業務は、理事長が戦略的マネジメントを組んだか、あるいは強力なリ

ーダーシップを発揮したか、こういう点でございます。また、内部統制が構築されているか、適正に

運用されているか、こういう指示等がございました。

今回、監事意見書の中には、１つは理事長の強力なリーダーシップ、これにつきましては十分に発

揮されていると、いろいろな事象をとらえながら認めてございます。また、戦略的マネジメントにつ

きましても後ほど業務報告の中にあると思いますけれども、１つはＫＰＩ指標の導入、あるいは四半

期財務諸表の導入、こういう形で他の独法には例を見ない形のものを取り込んできている。また、目

標管理あるいは人事評価システムと連動して、役職員が１つのベクトルに向かって行動する。こうい

う方向付けができたであろうと認めます。

また、もう一点、内部統制の重要な基本要素に統制環境の整備というものがございます。平たく言

いますと、社内環境の整備と言った方がわかりやすいと思います。１つは、平成 16 年度以来、機構

の倫理規定とか、あるいは役職員の行動規範、こういうところで社内全般のコンプラ、あるいは統制

環境はほぼ整理された。そこに、第２期の初年度におきましてＫＰＩ四半期導入、これらに伴いまし

て１つは統制環境は整理されたかなと、このように認めます。

ただ、１点、監事の意見書の中には、内部統制の中でのリスクの識別、評価、対応、これを 22 年

度以降考えてもらいたいというのを１つ付言してございます。

リスクの評価、識別というのは、１つは経営管理の蓄積の見直し、このように総務省も書いてござ

います。こういうところで、今までの誤謬等を再度洗い直すなりして、短い期間にリスクの評価、識

別、対応等がされれば内部統制としては充実機能するのではないかと思っています。

また、入札契約の適正化等につきましても監事の意見を幾つか添えてございます。

１つは、会計監査については先ほど申しましたとおり適正である。業務監査については、特段現在

問題はないところでございますけれども、22 年度以降にしかるべき対処をすべきものが幾つか存在

している。このような監事意見書を提出してございます。
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私の方からは、以上でございます。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。以上、財務諸表についての御説明と監査報告をいただき

ました。御質問等ございましたら、委員の皆さんどうぞ。

よろしいですか。荒牧さん何かございますか。

よろしいですか。特に問題ないようでしたら、中小機構の 21 年度財務諸表について当分科会とし

て承認したいと思います。よろしゅうございましょうか。

ありがとうございます。それでは、承認する旨、親委員会にお伝えすることにいたします。

それでは、続きまして事業仕分けについて２回行われたわけですが、宮本参事官から御報告をお願

いいたします。

○宮本参事官 それでは、御説明させていただきます。参考資料２という、非常に厚い参考資料１の

下にある資料「行政刷新会議『事業仕分け』について（報告）」という資料に基づきまして、簡単に

御説明させていただきます。

参考資料２の表紙にございますが、ただいま分科会長からお話がありましたように２回行われてい

ます。第１回が昨年 11 月26 日、それから第２回目が今年の４月 23 日でございます。刷新会議の評

価の結果、それからそれに対する対応について簡単に御説明をさせていただきます。

まず、２ページめくっていただきまして第１回目の事業仕分けの結果でございます。ページが振っ

ていないので恐縮でございますが、真ん中に「ＷＧの評価結果」とあると思いますが、ここにおきま

して総括的に中小機構の交付金は「見直しを行う」ということになっております。

その下のとりまとめコメントに具体的な指摘がございます。ポイントだけ申し上げますと、２行目

からですが、「機構の管理費の引下げ・業務の効率化、中小企業大学校の見直し・効率化、共済制度

の運用体制の抜本的な見直し」、それから１行飛ばしまして最後のところから「貸付資金の回収努力」、

それから一番下のパラグラフでございますが、「一般勘定資産で余剰となっているものについては即

刻国庫に返納」という指摘をいただいております。

このうち、中小企業大学校及び一般勘定資産の国庫返納につきましては第２回の仕分けでも指摘さ

れていますので、そちらで対応については御説明しまして、それ以外のものについて簡単に対応を御

説明します。

まず１つ目、管理費の引下げ・人件費の見直しでございますが、これにつきましては今回皆様方に

評価していただく 21 年度の部分でもラスパイレス指数についての引下げが行われておりますが、更

に 22 年度中にこれのさらなる引下げについて努力するという対応を今、考えているところでありま

す。

また、管理諸費につきましても 22 年度当初予算から 1.4 億円の減額ということを実施して、今後
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更にその引下げを図ろうとしているところであります。

続きまして、共済制度の運用体制でございます。これは冒頭、山田理事から御説明がありましたと

おり、機構に外部有識者から成ります資産運用委員会を設置し、その審議を経まして昨年の８月にポ

ートフォリオの改定を行いまして、更に繰越欠損金の削減計画を策定したということでございます。

そういう結果もありまして、これもやはり山田理事から御説明がありましたが、21 年度の欠損金が

20年度から 2,000 億程度減少したという結果を得ているところであります。

それから、３つ目の高度化の貸付金の回収努力でございます。こちらも、例えば正常償還先につい

て特別調査チームを編成して現状を調査したり、償還猶予先については経営改善計画の策定、あるい

はアドバイザーの派遣などを行いまして回収に努めているところでございます。

続きまして、恐縮ですが、第２回目の事業仕分けについて簡単に御説明いたします。後ろから２枚

目をお開きください。まず、第１回目と同様、「ＷＧの評価結果」という総括的な評価があります。

（１）高度化事業は「当該法人が実施し、事業規模は縮減」、（２）ファンド出資事業は「当該法人

が実施し、事業規模は縮減」、それから同じページの一番下の（４）中小企業大学校、１ページめく

っていただきまして「事業の実施は各自治体／民間の判断に任せる」となっております。

本当はもう１項目、小規模企業共済事業も審議対象ではあったのですが、時間の関係で審議されな

いままになっております。

それぞれについてのとりまとめコメント、ポイントだけ申し上げます。

まず１つ目、高度化事業です。これについては第１パラグラフの最後にありますが、「当該法人が

実施し、事業規模は縮減」。それから第２パラグラフの最後ですが、2,000 億円程度を国庫返納すると

いうことになっております。

その下、２つ目の審議対象でありますファンド事業、これもほぼ同じで事業規模の縮小。不要資産

の国庫返納となっております。

それから更にその下、３つ目ということで、中小企業大学校につきましては、自治体・民間の判断

に任せるということになっております。

これにつきましての対応でございますが、まず高度化事業、それからファンド出資事業につきまし

ては、既に４月 19 日の時点で経済産業省所管独立行政法人の改革というのを発表しておりまして、

その中で政策的意義の低下した事業を廃止する。例えば、高度化事業で言えば経営改革事業、ファン

ドで言えば地域応援ファンド、こうしたものの幾つかを廃止するということを表明しております。

また、合わせて創業、転業、企業再生、工業集積維持、冒頭の次長のあいさつにもありました、こ

ういうものについての対応を強化することとしておりまして、行政刷新会議で御指摘いただいている

もう一つの点、不要資産の国庫返納ということにつきましては、これらの課題に具体的にどう取り組
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んでいくかということを合わせて検討し、判断するという方針で臨んでおります。

それから、もう一つの大きな柱であります中小企業大学校についてです。御高承のように９校ある

うちの２校、旭川と直方でございますが、既に市場化テストを実施しておりますが、これをすべての

大学校で実施するということを行いたいと思います。合わせて民間自治体の判断に任せるということ

でございますので、民間企業、地方公共団体、それから当然でございますが、利用者である中小企業

の方々の意見をよく聞かなければいけないということで、こうした方々に対するアンケート、ヒアリ

ングを一部実施済み、あるいは引き続き実施中ということでございます。これを踏まえて、今後判断

をしていくということになると思います。

簡単でございますが、事業仕分けの概要及び対応について御説明させていただきました。

○伊丹分科会長 この事業仕分けについて何か御質問等ございますか。

なければ１つだけ、これは中小企業庁にお聞きしても仕方がないかもしれませんが、中小企業大学

校の実施は民間の判断に任せるというのはどういう意味ですか。

○宮本参事官 我々が答えていいのかよくわからないんですけれども、要するに国としてというか、

機構として、独立行政法人としてこうした事業をするのがいいのか、あるいは民間なり自治体がそれ

を代替することができるのだろうかということを、それを代替する可能性のある、あるいはある意味

ライバル部分である主体に聞いてみよう。彼らがもしできるのであれば、そして我々機構があえてや

る必要がないのであれば、それはそちらに譲るかもしれないという視点で、多分指摘されているんだ

と思います。

そういうこともあって、いろいろなヒアリング、アンケートをしているところでございますが、そ

こら辺は今後引き続き検討させていただきます。

○伊丹分科会長 大変、難しい日本語ですね。

○宮本参事官 すみません。役所用語は、大体難しくて。

○伊丹分科会長 役所のせいじゃなくて、「民間の判断に任せる」というのはどういうことか。やっ

ているのはここですよね。

○草桶理事 ５つぐらいの類型の１つだったんですね。例文的な文章で、「廃止」とか、「縮減」とか。

○伊丹分科会長 その中に「民間の判断に任せる」と。

○草桶理事 そうです。それは、１つの類型の文章だったんです。

○伊丹分科会長 その文章自体、意味がないような気がしますが、こんなことを言ってもしようがあ

りません。事業仕分けについてよろしいですね。今、御説明いただきました事業仕分けとの関連で、

これからやっていただきます業務実績及び評価という議題に関わってちょっとお諮りをしたいとい

うか、御意見をお伺いしたいことがございます。
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今の事業仕分けの後、お手元の資料２というのを見ていただきますと、最後は今年の４月 23 日、

つまり平成21年度の事業年度が終わった後に行われた事業仕分けを基に、５月 18 日に行政刷新会議

で示されました事業の横断的見直しについての方針というのがあって、お手元の資料２に「Ｐ」と書

いてあるところがございますが、そこにあるような資産、事業、組織に関する見直し等に踏み込んだ

アプローチを今回の評価、つまり 21 年度の業績評価に反映するよう、総務省より依頼がきておりま

す。

仕分けられたのが今年の４月で、既に３月までに終わったはずの事業年度にどうやって評価を反映

させるんだという実に素朴な疑問が出るような依頼が総務省よりまいっております。それで今、私は

申しましたように、４月に行われた事業仕分けで指摘されたポイントを、それをさかのぼって１か月

以前からずっとやっているかどうかというのは、とてもこれは評価ができない。評価できないという

よりは、中小機構としてそれを業務実績に反映させる時間的余地がタイムスリップでもしない限りは

ないということで考えますが、皆さんいかがお考えでしょうか。時計の針は戻せるというお考えの方、

どうぞ御発言を。

○佐藤委員 評価基準を後から変えるというのは、普通ないことですよね。次回からこれを入れると

いうのはよくわかると思うんですけれども。

○伊丹分科会長 今年度の評価には、既に方針が出ているんだから、その方針どおりやりましたかと

いう評価はできると思いますけれども、私もこれからやります 21 年度の評価には反映させず、22年

度以降に行うということにこの分科会としてはいたしたいと思いますが、よろしゅうございましょう

か。

（委員 異議なし）

○伊丹分科会長 ありがとうございます。

こういう報告をすると、私が何かしかられるんでしょうか。親委員会でまたしかられるかもわかり

ませんが、時計の針は戻せませんと申し上げてくるつもりでおります。

それでは、本題の議題２の業務実績及び評価について、事務局の方から評価方法について御説明を

いただいた後、中小機構の山田理事から業務実績について御報告をいただきます。それでは、お願い

いたします。

○三宅企画官 それでは、資料２の中小企業基盤整備機構の平成 21 年度実績評価について御説明を

いたします。

まず「平成21年度の評価ウエイト」でございますけれども、（１）で「１．国民に提供するサービ

スの質の向上」に関する事項の評価ウエイト、こちらの方が昨年度 55％から 60％に変更になってご

ざいます。これは、下にございます（４）「組織運営に関する総括的・横断的指標」については削除
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することになりまして、この評価ベースの５％が（１）の②の経営基盤の強化に足されて25から30％

に変更になっております。したがいまして、（１）が60％ということでございます。

（１）につきましては、①新たな価値を創造する新事業展開の促進が 15％、それから経営基盤の

強化が先ほど申し上げましたように 25 から30％に変更になってございます。それから、経営環境の

変化への対応の円滑化 10％、期限の定められている業務等を５％行って、①から④、各々の項目ご

とに評価をしていただくことになっております。

それから（２）で「２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」、こちら

は 20％で変更ございません。

（３）の「３．財務内容の改善」、こちらも評価ウエイト20％で変更ございません。

以上が、21年度の評価のウエイトでございます。

続きまして、そのほかの主な変更点、これは（１）の「国民に提供するサービスの向上」に関する

事項の中で、昨年度、「創業・新事業展開の促進」であった項目が「新たな価値を創造する新事業展

開の促進」に変わっております。これは、第１期中期計画から第２期中期計画に変更になったときに、

タイトルが変更になったための変更でございます。

それから、（２）で平成22年５月31日付で総務省政独委からの意見として、新たに盛り込まれた

評価項目がございます。

まず「業務運営の効率化等」において、先ほど御決定いただきましたようにＰとなっております平

成 22年５月18日行政刷新会議で示された見直しの方針、こちらにつきましては21年度の評価には

反映せず22年度評価、22年度以降に行うこととさせていただきますという御決定でございますので、

21年度には反映いたしません。

次に、法人の福利厚生費について、法人の事務・事業の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼

確保の観点から必要な見直しが行われているか。22 年５月６日の総務省通達、局長通知が後ろに付

いてございますので御参考ください。

それから、内部統制（業務の有効性・効率性、法令等の遵守、資産の保全、財務報告等の信頼性）

に係る取組についての評価が行われているか。

次のページにまいりまして契約について、「契約監視委員会」を設置するなどの「独立行政法人の

契約状況の点検見直しについて」、これは平成 21 年 11 月 17 日の閣議決定に基づき、法人が行うこ

ととされた点検及び見直しの取組状況について評価を行ったか。

以上が、業務運営の効率化の追加事項でございます。

続きまして、「財務内容の改善に関する事項」でございます。こちらは、この一番下でございます

けれども、平成21年11月に行政刷新会議が実施した事業仕分けに係る課題を踏まえるということで、
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「実物資産・金融資産」です。

実物資産につきましては、機構で申しますと大学校とインキュベーションでございますけれども、

保有の必要性、資産規模の適切性、有効活用の可能性などの観点から、見直しの状況など及び結果に

ついての評価が行われているか。

金融資産につきましては、保有の必要性、事務・事業の目的及び内容に照らした資産規模の適切性

についての評価が行われているか。また、金融資産の資金の運用について、運用体制の整備状況につ

いての評価が行われているか。以上が、新たに追加された項目でございます。

それから「３．業務の実績に関する評価のための指標」、これは変更ございません。法人の実績に

ついて、質・量の両面において中期計画を達成できた場合がＢでございます。そこから、質・量のど

ちらか一方が超えた場合はＡ、質・量ともに両面において超えた場合がＡＡでございます。したがっ

て、質・量どちらか一方が未達の場合はＣで、質・量両面において未達の場合はＤということでござ

います。

以上が、21 年度の評価のポイントでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○伊丹分科会長 今の評価指標の最後の御説明では、ＡＡとかＡについて目標を超えただけで既にＡ

になってしまうような説明だったんですけれども、ここには「超えて優れた」と書いてありますから、

ほんのちょっとでも超えればそれはＡになってしまうということでは多分ないと思います。そこのと

ころは、多少は、厳密な不等号の成立のみを議論するのではないということは確認しておいた方がよ

ろしいかと思います。

それでは、山田理事の方から業務実績の御説明をお願いいたします。

○山田理事 それでは、中小企業基盤整備機構の平成 21 年度の業務実績について御報告をさせてい

ただきます。この資料３というものです。

（議題２について、中小機構の山田理事より平成21年度の業務実績について説明）

○伊丹分科会長 それでは、既にこの資料をごらんいただいた上に評価シートにも評価結果を記入

していただいているわけですが、追加の質問あるいは今後の議論の足しになる質問等がございました

ら、委員の方々からどうぞ。

○荒牧委員 もちろん評価には直結しない質問なんですけれども、実は２点ほど教えていただきたい

と思います。

１つはファンド関係で、前回事前に御説明いただいたときにＦＯＩ（株式会社エフオーアイ。機構

が出資するファンドからの出資を受けて、2009 年 11 月に東証マザーズに上場。2010 年５月 12 日、

上場申請時に売上高を過大に計上するなどした粉飾決算があったとして、金融商品取引法違反容疑で

証券取引等監視委員会の強制捜査を受けた。現在、破産手続き中。2010 年 6月に上場廃止。機構は、
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監査法人等の判断を受けて、当該ファンドの持ち分評価損を平成21年度決算で処理。）でしたか、そ

ちらがこちらのファンドでのＩＰＯですぐに粉飾がわかって、ちょっと事件というか、新聞ネタにな

ったものがありますけれども、この事業仕分けのコメント等を見ますと、ファンド出資事業というの

は比較的矢面になっているというか、直にそのお金を投入しているということで、もちろん一番悪い

のは会社なわけなのでファンド側でどうということはないんですけれども、ああいう事件があると、

ますます今後審査のプロセスであるとか、そういったものが結構厳しく追求されると思うのですが、

その辺はファンド側としてはどういった認識というか、今後発見プロセスというか……。

○占部理事 今の議論は２つあって、１つは、ＦＯＩみたいなところが出てくると、そもそもＩＰＯ

自体がシュリンクしてくるんじゃないかという議論があって、これはなかなかいかんともし難い部分

がある。１つの考え方としては、これはアメリカもそうなんですけれども、ＩＰＯだけでいくかどう

かという議論があって、何となく今までバイアウトみたいなところを嫌っていた部分もあるんですけ

れども、ベンチャー系でもバイアウトを増やしていくというようなことの出口論が１つあると思いま

す。

もう一つは、今度はファンド管理側の話として、実際にファンドから投資先にどう流れていくかと

いうところのモニタリングの議論があって、それは今までもずっと決算報告等をもらっていたんです

けれども、今年度から年２回程度ファンドを運営するＧＰの方とお会いをする面接と、それからそう

いう意味ではＧＰという会社だけではなくて実際にファンドのマネージャーの方も含めて面接をす

るというモニタリングの機能強化と、その両立てでやっていこうかと考えてございます。

それから、それに加えて実はやはりマネジメントをどうしているかというところは監事にもいろい

ろと見ていただきまして、今年の監事のいろいろな活動の中でもそこのモニタリングのところはこれ

までもしっかりしてきている。それで、前より一層いろいろとやっていけばということで御審議をい

ただいたところでございます。

○荒牧委員 ありがとうございました。

もう一件、この事業仕分けのコメントにもあるんですけれども、専門家派遣の専門家の質はばらつ

きが多過ぎる。どのように管理をしているのかということで、たしか前回か何かに私もこの場で一度

申し上げたことがあるかと思うんですけれども、専門家の立場とすると、どこでこういう募集がされ

ていて、どういう専門家がこちらのお仕事をしていてというのは全然聞いたことがないんです。周囲

にも全然知っている人でそういうのをやっている人がいなくて、この方のコメントを見るとあれです

けれども、イメージ的にはある程度お年を取った方とか、そういう方が多いのかなと。

そういった場合に、確かに基礎的なところというのは非常にもちろんノウハウはあると思うんです

けれども、最近のように税制も含めて本当に会計制度とか法律とかが目まぐるしく変わっているとき
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に、そういう方というのはそんなに知識のアップデートとかがされない傾向がありまして、いろいろ

な意味で専門家の方針制度ですとか、あるいは会社側から見たときの評価というのをどういうふうに

反映していくかというところが、同じ立場としてはちょっと気になる点だなと思っております。

○山田理事 幾つかの分野に分けて考えなければいけないかと思います。

今、技術の点でアップデートをしないと一番いけないのは恐らく再生の部分でありまして、これは

20 名の専門家がいます。どこまで御説明したらいいのかわからないんですけれども、運用として毎

年１人はお辞めいただくのを枠に設けて、それぐらい厳しいことをやっています。それで、全国の案

件をやりますので、若い人が結構入ってくるんです。そして、何年間か働いてキャリアを積んで出て

いかれるという方が出てきております。

それで、そこの分野が一番新しい技術、会社の生き死にとなってきますから必要なので、そこはも

のすごく厳しくチェックはしておりますし、これまでのところは厳し過ぎるという議論はあるんです

けれども、うまくやっているのではないかと思っております。

それと違う部分で、やはり全体的に支援をしていくということになると、最先端の部分は別に販路

開拓みたいなところでおっしゃるとおり、質の上下というのはどうしても出てくるところがあるかな

と。仕組みとしては毎年度、毎年度、契約ですので、職員が専門家の方たちを評価して、契約のとき

に面接をして、ちょっとあれな方はあれだしというようなことをやっておりますが、固有名詞を挙げ

てはいけないんですけれども、どうしても東京、大阪と違って、そういう地域でも相対的に立派な方

にお願いするのが結局企業の日常活動を応援していくときには役に立つものですから、いわば外科医

じゃないホームドクターみたいな方がやはりそういうことになる。

ただ、それの販路開拓の大きなものになると、やはり東京、大阪の専門家にその中の大きいところ

につなぐという工夫をしております。これは、質と量とを両方一定程度確保して、しかもそれに加え

て取っ付きというんですか、この人の言うことならば聞こうというようなこともないといけないもの

ですから、それを組み合わせながらいい方法を引き続き模索していきたいと思っております。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。ほかには、いかがですか。

それでは、私から１つだけ、小規模企業共済勘定の資産の運用金のことですが、2,316 億でしたか、

ちゃんと利益が上がってよかった、よかったということですが、これは運用資産の絶対額からすると

４・数％の運用利回りになるんでしょうか。これは類似のファンドのパフォーマンスと比べて、一体

どうなのかということについての情報をちょっといただきたい。実は、公的年金のこういう運用実績

が７％だとかという数字を見たので。

○山田理事 それはおっしゃるとおり、公的年金のところは７％という数字になっております。それ

に対してうちが 4.1％、これは株式投資比率が随分違っている。だから、去年公的年金は我々よりず
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っと悪い成績を出した。それに比べて、今年はその差が少ないということになっています。公的年金

が７・数％で、私どもの方は株系は 16.35％で、インハウスなどもあって合計が 4.17 になっている。

だから、ちょっとその比率論になっているのかなと思っています。

○伊丹分科会長 投資対象に関する類似の規制がある比較可能な国が関連した大型のこういう資金、

資産ファンドとの比較はどうですか。

○山田理事 それは、私ども探したところは教えてというか、まだ出ていないところです。

○和田理事 中小企業退職金共済ということで、小規模共済の半分弱ぐらいのところがありまして、

そこは当然プラスにはなっているんですけれども、ただ、まだ発表がされていなくて、どれぐらいか

はわからないんです。

ただ、運用資産のポートフォリオの割合からすると、去年は我々より沈んだのが激しかったので、

多分浮きも激しいとは思います。だから、運用のその年その年で比べると変なことになってしまって、

そもそもの考え方が余りフラクチュエートしないようにしようとしているのか、年金などは一昨年

10 兆円マイナスになって、去年はそれをほぼ取り返すぐらいになっていますけれども、その浮き沈

みが 100兆円で 10 兆円ですから10％ぐらいマイナスになっているんです。

我々は、ちょっとそれは許容できないだろう。

我々はお客さんの資産を運用してそれを返す。だから責任準備金という概念があるんですけれども、

年金にはそういう概念もありませんから、ちょっと運用の仕方が違うので、もうかったときに少ない

じゃないかと言われると、負けたときに少ないじゃないかというふうについ言ってしまって、それは

よくないのかもしれませんけれども、そもそもの運用の考え方が違うので、その中で全体としてどう

かということだと思います。

○伊丹分科会長 そうすると、マーケットのパフォーマンスからすれば、そこそこの運用実績を上げ

たということでいいんですか。

○和田理事 ちなみに付け加えますと、年金の方は20年度、21 年度と比べてイコールぐらいになる

ような運用をしました。マイナスを取り返しましたということですけれども、我々は欠損金との関係

では欠損金の分を稼がなければいけないのでちょっと違うんですが、20 年度がマイナス 2.88％で、

21 年度がプラス 4.17％ですから、２年で少なくとも運用という成績で見ると１％以上はプラスにな

っているということです。

○山田理事 そういう部分と、それから日ごろ努力をして運用委員会を使ってという部分の両方でこ

の成績を出しているというふうに御理解いただければと思います。

○伊丹分科会長 一生懸命考えても、結果が悪いと……。

ほかには御質問ございませんでしょうか。もしなければ、ここから先は委員会、分科会としての評
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価の審議に入らせていただきますので、中小機構の関係者の方々は一時、御退出をお願いいたします。

（中小機構関係者退室）

○伊丹分科会長 それでは、資料をお配りください。

（資料配布）

○伊丹分科会長 今お手元に配られましたのは、各委員の評価の結果でございます。参考平均値とい

うものが出ておりますが、それに単純な平均をいたしましたものですと、上の方からＡ、Ａ、Ａ、Ｂ、

Ａ、Ａで、総合評価Ａという結果になっております。ＡＡを付けていただいた項目が今年は幾つもあ

ったものですから、これだけ高い評価になっているんだと思います。

項目別に、上から「新たな価値を創造する事業展開の促進」といった具合に一つひとつやってまい

りまして、最後にある意味で計算式でもって総合評価は決まりますので、そういう順序でさせていた

だきたいと思います。

それでは、まず最初の「新たな価値を創造する新事業展開の促進」について、６人の委員の中で、

Ａが４人、ＡＡが２人ということですので、これはＡに分科会としてはするのが適切かと思いますが、

いかがでしょうか。

それでは、その次ですが、「経営基盤の強化」です。これは30％ですのでかなりウェイトが高いの

ですが、見ていただきますと、お２人Ｂがおられて、ＡＡが１人いてと、かなり意見が割れました。

しかし、平均値を取りますとＡということになりますが、これについてはちょっと議論した方がよろ

しいかと思います。

皆さんの個人名の入った表が私のところだけにございますが、ＡＡを付けられたのが荒牧委員で、

Ｂを付けられたのが渡邊委員です。それぞれ評価の理由をおっしゃっていただいて、残りの方の中に

はＢとＡが分かれているわけですが、ちょっと議論をしたいと思います。

荒牧さん、お願いいたします。

○荒牧委員 この辺はいつも重複した項目というのが出てくるので、どこに付けようかというのは毎

回迷っていたので、恐らくあとのお２人が経営環境の変化のところでもＡＡを付けられたんですけれ

ども、実際ちょっと迷ったところなんです。

○伊丹分科会長 経営環境の変化という方は、小規模共済だとか中小企業の再生支援といった項目な

ものですから、経営基盤の強化の方は地域資源の活用だとか、新連携だとか、農工商連携だとか、そ

ういったことが中心になるんですが。

○荒牧委員 評価が割と高かったのは、まず数値的なところでいくと、基本的にかなり大幅に数値目

標が上回っているものが他に比べて多かったというところですね。

ごめんなさい。さっきの１番と２番はＡとＡＡと迷ったんですけれども、割と全体的な基礎づくり
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として、全体としての向上につながるアクションが非常に多かったんじゃないかと思ってＡＡを付け

させていただきました。

○伊丹分科会長 それでは、渡邊さん。

○渡邊委員 「経営基盤の強化」ということで、例えば農商工連携とか、新連携とか、人材派遣とか、

極めて新しい事業を取り入れられているわけで、まだその辺のところの結果というのは、例えば農商

工連携などはまだほとんど結果なんか出ていないと思うんです。それに対して評価しろというのもな

かなか難しい。そういうのが、結構この経営基盤の中には多いんじゃないかということで、Ｂという

のは普通だということです。

○伊丹分科会長 ちゃんとやりましたと。実は、私もちゃんとやりましたぐらいかということでＢを

付けたのですが、しかし、平均いたしますとお手元の参考平均値のところを見ていただければわかり

ますようにＢは２人だけですので。

○佐藤委員 すみません。Ｂは私じゃないですか。

○伊丹分科会長 違いますね。今からＢに変えますか。

○佐藤委員 Ｂは私ではないですか。では、いいです。

○伊丹分科会長 では、これは今のような議論ありましたけれども、分科会としての総合評価はＡと

いうことで、渡邊さんよろしいでしょうか。

それでは、「経営環境の変化への対応の円滑化」というところで、ここは小規模共済等の大頑張り

が効いたんでしょうか、ＡＡの方が２人おられる。しかし、Ａの方が４人ですので、これもＡとする

のが適切かと思いますが、いかがでしょうか。

それでは、苦戦をされたようですが、「期限の定められている業務」、土地を売っていらっしゃいと

いう話ですね。これはＡの方がお２人おられるんですが、目標どおりぐらいじゃないかという方が４

人ですので、これはＢにさせていただいた方が適切かと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、続きまして次の大きな項目であります「業務運営の効率化」に関する目標を達成するた

めにとるべき措置というところです。ここもごらんになっていただければわかりますように、ＡＡの

方が２人おられる。しかし、Ａが４人ということで、これも全体としてはＡという評価をするのが適

切であろうと思われます。よろしいでしょうか。

財務内容の改善のところが多少、先ほど私が質問しましたように微妙かと思います。Ｂを付けられ

た方が２人おられ、Ａが４人で、先ほどのような単純なルールでいきますとＡになっているんですが、

マーケットがよくてそこそこだったということだと、これはＢかなと思ったりもするんです。

私は、実はこの段階ではＡを付けていたんですけれども、先ほどの質問へのお答え等をお聞きする

と、Ａを差し上げるのはちょっと問題かもしれないというような気もしないでもないですが、ここは
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ちょっと皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。

昨年は、一生懸命努力したんだけれども、マーケットがいかにも悪過ぎてというので我々はＣを付

けているんですね。それは、結果責任だと。今度はマーケットがよかった。結果責任だ。これはＡだ

と、こういうふうになるのがあり得る論理なのですが、そこまでいくかどうか。ちょっと御意見を皆

さんからどうぞ。

○荒牧委員 おっしゃるように、悪かったからＣで、よかったからＡというのは、まさに市場の時価

に連動した形ですけれども、この辺は例えば会計ルールなどでも評価損の計上は積極的にするけれど

も、評価益は基本的に保守的な対応をするということもあります。

そういう意味では、損というのはマーケット以外の何らかの仕組みとか体制とかで生じた可能性も

あるんですが、マーケットで確かに前年に比べればよかったですけれども、ある程度、仕組みを変え

たからと言ってこれ以上めちゃめちゃによくなるものでもないと思うんです。そういう意味では、や

はりＢが妥当かなと思います。

○加護野委員 恐らく、これは財務の結果だけじゃなくて、やはりベンチマークをどこに取るか。例

えば、株に関してはどこをベンチマークにして、債権に関してはどこをベンチマークにするとか、そ

ういうベンチマークの比率みたいなものを決めておかないと、毎年市場評価しているみたいな感じで。 

○渡邊委員 私などはＢにしていますけれども、Ｂでいいんじゃないか。そこそこで。

例えば、先ほど先生が言った利回りが 4.3、これはいいか悪いかはわからないですけれども、７と

なると、例えばリーマンショックのときに絶対損しているんです。大損すると思うんです。そこそこ

でやっていれば、リーマンショックみたいなとんでもないときでもそこそこの損で済む。そういう方

がいいのか。それとも、ものすごい高利回りでやって、いいときはいいけれども悪いときは悪いとい

う方がいいのか。私は、中庸でやるのが一番いいんじゃないかと思います。

○伊丹分科会長 ポートフォリオ政策としてはね。それで、そういうふうにしてやった結果を、では

我々としてはＡかＢかどちらで評価するか。

○渡邊委員 私は、普通に……。

○伊丹分科会長 普通にやったんだと。

○佐藤委員 ただ、普通に運用しようというのでちゃんとやれたらＡだという議論もあるわけですね。

それが目標なんだと。

○伊丹分科会長 それは目標を達成したんだけれども、Ｂなんですよ。質・量どちらかで超えた優れ

たパフォーマンスがＡですから、ちょっとＡはきついかな。

○佐藤委員 では、私もＢで。

○伊丹分科会長 しかし、荒牧さんが先ほどおっしゃった評価益は保守的に、評価損は真っ当に評価
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するという不均等評価というのもなかなか面白い考え方ですね。確かにそうなんだな。

○加護野委員 ここは、ひょっとしたら資産評価よりもフローの方の評価をもっとウエイトを高く見

た方がいいんじゃないか。それは、やはり努力の部分が……。

○伊丹分科会長 運用益だから、一応上げた収益で単に評価益じゃないはずなんだけれども。

では、ここは分科会としてはＢということにさせていただきます。

そういうふうにいたしますと、確認のために最終的な評価案を申し上げますと、上の方から読んで

まいりますと、Ａ、Ａ、Ａ、Ｂ、Ａ、そして最後がＢで、総合評価が 3.75 でＡということになろう

かと思います。それでこの分科会の評価としてよろしゅうございましょうか。

（委員 異議なし）

ありがとうございました。それでは、そうさせていただきます。

それでは、機構の方をお呼びください。

（中小機構関係者入室）

○伊丹分科会長 それでは、皆さんお戻りのようでございますので、評価の結果について御報告申し

上げます。

まず、項目別にまいりますと、「新たな価値を創造する事業展開の促進」、ウエイト 15％ですが、

これはＡ。

「経営基盤の強化」、これはウエイト30％ですが、これもＡ。

「経営環境の変化への対応の円滑化」、ウエイト10％ですが、これはＡ。

その他、「期限の定められている業務」、ウエイト５％ですが、これはＢ。

以上が、国民に対して提供するサービス、その他の質の向上に関する事項でございます。

次の「業務運営の効率化」に関する目標につきましては、Ａ。

それから、最後の「財務内容の改善」に関する事項につきましては、Ｂということで、総合評価と

してはＡということになります。

以上が、我々の評価の結果でございます。

なお、この評価結果につきましては、７月 29 日に予定されております経済産業省独立行政法人評

価委員会で審議されることになっておりまして、ただいま御報告いたしました結果を私からこの親委

員会に報告をし、そこで決定していただくという段取りになっております。

それでは、評価の結果を踏まえまして、前田理事長から一言お願いいたします。

○前田理事長 いろいろお手数をかけて評価をしていただきましてありがとうございました。

私ども中小機構を取り巻く環境は、政権交代や事業仕分けがありまして、また今度は参院選もあり

ますし、不透明であったり、厳しいものがあったり、いろいろいたします。まだまだ私どもも改革は
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これから続いていくと思いますけれども、それはそれとして、中小企業と地域の活性化のために、本

日私どもが報告いたしました結果を御評価いただいたり、あるいは御質問いただいた点につきまして、

私どもとしてはこれから更によりよいものとよりよい事業、サービスを向上できるように努力をして

まいりたい。十分に心してまいりたいと思っております。

今日は、よい評価をいただきまして心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。以上で

す。

○伊丹分科会長 ありがとうございました。

以上で、今日の一番のメインの議題でございます業務実績の評価という議題を終わりました。これ

以降、やや手続き的な案件が幾つかございます。

まず、最初に産業基盤整備勘定における国庫返納について、事務局からの御説明をお願いします。

○三宅企画官 それでは、資料４をごらんください。「産業基盤整備勘定における国庫納付について」

ということでございます。先ほど御報告がございましたように、こちらは財務省との共管になってお

りまして、６月24日に財務省の分科会で御承認をいただいております。

例年と同様でございまして、機構法第 18 条第１項第２号の業務のうちの経過業務においては、廃

止された後に機構法の附則 13 条の３項第１項の規定に基づきまして廃止した業務、旧産活法に係る

債務保証業務でございますけれども、その部分の政府出資金を業務終了の翌年度に国庫納付すること

とされております。

「納付金額について」でございますけれども、旧産活法に係る債務保証業務では、保証契約が満了

するまで経過業務が存続しますことから、その保証残高に加えまして、廃止となっている業務及び新

業務に必要な額を政府出資金から除外した金額を国庫納付するということになっております。

本年度の金額につきましては、平成 22 年度は新たに廃止となる業務とか新業務がないことから、

既に廃止された旧産活法につきまして保証残高、下にございます平成20 年度保証債務残高の減少分、

平成 21 年度末保証残高を引いたものですね。それにリスク率、これは平成 20 年度の保証残高を分母

としまして、分子が引当額合計の割合をリスク率として乗じた金額を今回国庫納付するということで

ございます。したがいまして、一番下の 22 年度国庫納付額は 4,034 万 3,881 円でございます。以上

でございます。

○伊丹分科会長 ありがとうございます。何か御質問ございますか。

（委員 異議なし）

それでは、この国庫返納を当分科会として承認することにいたしたいと思います。

次に、業務方法書の改正について、占部理事から御説明をお願いします。

○占部理事 資料５でございますけれども、業務方法書の変更をさせていただきたいということでお
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諮りをしてございます。

１ページ目に書いてございますように、独法通則法上、業務方法書を変更するときはあらかじめ評

価委員会の皆様の御意見を伺うということになってございます。

内容につきましては、次のページでございます。我々は２つの要請を受けていて、１つは先ほど事

業仕分けのところにあったファンドの縮減というような話、もう一方は創業、転業のためのリスクマ

ネーの供給ということをうたわれてございます。それに対応するために、今ファンドは５事業、ベン

チャー、がんばれ、事業継続、再生、それから地域応援ファンドでございますけれども、これを３本

にくくるということで、企業支援、成長支援、それから再生というところに整理をし、地域応援ファ

ンドを廃止しようと考えてございます。

その中で、リスクマネーの供給を拡大するために弾力化もするということで、２．の（１）でござ

いますけれども、大型の投資ファンドにも対応するということで、現在 30 億円を上限として我々は

運用してございますけれども、それを60億円にするということと、（２）が業務方法書の改正でござ

います。

今までは、基本的にはこの左のグラフのように、中小企業への投資率を 70％ということで固定化

をしてございます。それにつきましてそこを弾力化するということで、最低 35％は出していただき

ますが、機構の出すお金の1.4倍のお金を中小企業向けに使っていただけるのであれば、そこの70％

の要件を緩和しようというのが右側のグラフということでございます。これによって中小企業へのリ

スクマネーの供給を拡大しつつ、事業再編してファンド全体の見直しを行ったということでございま

す。

これに基づきまして横書き、３枚目でございますけれども、業務方法書の改正、左側が改正案でご

ざいます。技術的な修正は、事前の御説明と若干長さが変わっているかもしれません。基本的には用

語の定義を入れたということでございまして、「投資する総額のうち、機構出資比率」で括弧以下は

その説明になっておりまして、ずっと下に下りていただいて、「出資比率に10分の14 を乗じて得た

割合に相当する額又は 100 分の35に相当する額のいずれか高い額以上を中小企業者に対して投資す

るもの」という形で書かせていただくということと、現行案の下の８条２項第２号の下に下線が引い

てありますけれども、これが地域型のファンドでございます。機構の出資額と地公体と合わせて２分

の１という運用を、地公体と機構と合わせてその２分の１を超えてもいいという形で運用してござい

ましたけれども、それについては廃止をさせていただくということでございました。

以上の業務方法書の改正をさせていただきたいということでございます。以上でございます。

○伊丹分科会長 何か御質問ございますでしょうか。

もしなければ、この業務方法書の改正について、当分科会として承認することにしたいと思います。
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（委員 異議なし）

それでは、続きまして、重要資産の処分について、これは三宅企画官から御説明ください。

○三宅企画官 資料６をごらんください。中小機構が保有する重要資産の処分でございます。

処分する財産でございますけれども、所有している福利厚生施設、これは、２．に書いてございま

す。名称は東京ビュック、所在地は東京都中央区勝どきでございます。これは、近年の利用機会の減

少などから同権利を処分するということでございますが、旧地域公団が昭和 51 年３月１日から福利

厚生の一環として、職員が上京した際に宿泊するということを目的として保有していたものでござい

ます。

この権利、土地及び建物につきまして、その処分には主務大臣の認可が必要でございまして、認可

をしようとするときには評価委員会への意見を聞くということになってございます。

なお、財務大臣への協議も必要となっておりますが、こちらについても協議中でございます。

処分に係る財産の内容及び評価額につきましては、下に書いてございます。一般勘定、産炭勘定の

中に入っておりまして、合計で 73 万6,250 円ということでございます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○伊丹分科会長 何か御質問はございますか。

それでは、この重要資産の処分について、当分科会として承認することといたしたいと思います。

（委員 異議なし）

皆様方の御協力で、以上で本日の議題はすべて終了いたしました。事務局から何か報告とか、次回

以降についてありますでしょうか。

○三宅企画官 参考資料２に、２枚ほど資料を付けてございます。

昨年12月に総務省の指摘を受けまして、職員数を出しております。

それともう一つ、20 年の随意契約の金額、件数がこのようになっております。

こちらだけ資料として付けてございます。御参考までにと思います。

○伊丹分科会長 どうもありがとうございました。

余りやぶへびなことを言わない方がいいかもしれませんが、今年度の我々の分科会の仕事は一応終

わったはずでございますが、来年度以降についての想定は何か中小企業庁の方でおありでしょうか。

独立行政法人は一体どうなるのかとか、そもそも……。

○宮本参事官 我々自身がそれを聞きたいところもありまして、申し訳ありませんが、先生方にはま

た改めて御相談申し上げて、活動については進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

○伊丹分科会長 以上のように、今後の予定につきましてはやや不透明な終わり方ですが、第 21 回

の中小企業基盤整備機構分科会を終了させていただきます。
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ありがとうございました。


